
■注意事項
　・スタート付近はコースに出るようなタープは設置しないこと
　・トイレはロープウェイ山頂駅舎内にあります
　・洗車機はロープウェイ山頂駅舎手前左側に３台あります
　・表彰は各クラス１～６位まで

■ 開催場所 ： 小樽天狗山スキー場特設会場 ■ 大会スケジュール 　・リザルトは本日中に「DoRideリザルト」にアップします
■ 主　　　催 ： DoRide（ドゥライド）　www.doride.org  7：30　受付開始 / 試走開始 　　http://blog.livedoor.jp/doride-result/
■ 協　　　力 ： 中央バス観光開発株式会社  8：30　受付終了 / 試走終了
■ 提　　　供 ： ホワイトラインバイシクル　whiteline-bicycle.com  8：45　競技説明 ●エリート　１３：００スタート　７周
■ 協賛各社 ： トレック・ジャパン / シマノクラブPRセンター / マルイ  9：10　幼児クラス（ 特設コース） 1 3 穴田　玖舟 アナダ　キシュウ TEAM　BG8 砂川市
　　　　　　　　 　ミズタニ自転車 / アメアスポーツマヴィック事業部  9：30　小学校高学年 / 小学生低学年 / ファーストタイマー 2 1 信田　淳一 ノブタ　ジュンイチ ロードキッズＴＢＲ 札幌市
　　　　　　　　　 エス・エイ・アイ / 北海道ワコーズ / 森川鋼業 10：10　スポーツ / マスター /ウィメン 3 4 福井　友規 フクイ　トモキ Jay Parker 札幌市
　　　　　　　　　 オンヨネ / インターテック （順不同・敬称略） 12：00　表彰式A （午前中終了分） 4 9 西田　晃平 ニシダ　コウヘイ 室工大サイクリング部 室蘭市

13：00　エリート / エリート・ウィメン / エキスパート 4 11 野澤　蓮 ノザワ　レン TEAM　BG8 滝川市
■ 大会ＭＣ ： ＪＥＴ☆ＰＲＯ 15：20　表彰式B （午後スタート分） 5 10 長谷川　拡介 ハセガワ　コウスケ GasPanic みなそら 長沼町

7 7 本田   彬 ホンダ   アキラ Green Grips 室蘭市
●スポーツ　１０：１０スタート　４周 8 12 山下　柊 ヤマシタ　シュウ TEAM　BG8 滝川市

901 森田　裕斗 モリタ　ユウト ライデンズ 小樽市 1 301 菊池　北斗 キクチ　ホクト TEAMてやんでぇ 北広島市 9 8 尾崎　義規 オザキ　ヨシノリ どＭＳＲ 札幌市
902 北　日維新 キタ　カイシン TEAM　BG8 奈井江町 2 302 上野　颯 ウエノ　ハヤテ 北斗市立上磯中学校 北斗市 10 14 山﨑　武司 ヤマザキ　タケシ ライドファクトリー 札幌市
903 中嶋　唯花 ナカジマ　ユイカ TEAM　BG8 砂川市 5 303 今井　悠生 イマイ　ハルキ TEAM　BG8 滝川市 11 2 黒瀬　文也 クロセ　フミヤ 東海大学札幌校舎自転車部 砂川市
904 上野　颯馬 ウエノ　ソウマ 函館教育大学附属幼稚園 北斗市 12 304 直塚　功 ナオツカ　イサオ ライデンズ 共和町 12 25 北村　匠世 キタムラ　タクセイ 北海道科学大学自転車部 札幌市
905 北　実恩 キタ　ミオン TEAM　BG8 奈井江町 305 野呂　武志 ノロ　タケシ ＴＲＣ 共和町 13 31 野澤　瑠 ノザワ　リュウ TEAM　BG8 滝川市
906 川村　春乃 カワムラ　ハルノ みなそらキッズ 札幌市 306 田巻　祐基 タマキ　ユウキ Ｉ　ＷＡＮＴ　ＯＵＴ 札幌市 14 15 佐藤　力 サトウ　チカラ NaturalWinds 帯広市
907 長束　さや ナガツカ　サヤ 星置P保育園 札幌市 307 中村  隆浩 ナカムラ  タカヒロ スルメ団 札幌市 15 6 榎木　涼雅 エノキ　リョウガ TEAM　BG8 砂川市
908 堂城　蛍 タカギ　ホタル やまめ工房 安曇野市 308 荒木  俊太郎 アラキ  シュンタロウ 室工大サイクリング部 室蘭市 17 20 石田　博 イシダ　ヒロシ HDK 札幌市

309 小原　健 オバラ　タケシ 室工大サイクリング部 室蘭市 18 23 吉田　周史 ヨシダ　シュウジ みなそらやきとり 東神楽町
●小学生高学年　９：３０スタート　ショートコース２周 19 27 久保　幸広 クボ　ユキヒロ TEAM　BG8 砂川市
701 村上　翔馬 ムラカミ　ショウマ みなそらkids 長沼町 ●マスター５０　１０：１０スタート　４周 20 17 吉田　澪司 ヨシダ　レイジ TEAM　BG8 砂川市
702 西村　志帆 ニシムラ　シホ TEAM　BG8 滝川市 1 421 伊藤　彰宏 イトウ　アキヒロ TEAM NISEKO 倶知安町 21 26 宮元　雅史 ミヤモト　マサフミ ねこスピード 札幌市
703 渡辺　一気 ワタナベ　イッキ わんぱくペダル 札幌市 3 422 福本　純一 フクモト　ジュンイチ ライドファクトリー 札幌市 22 22 中村　光寿 ナカムラ　ミツヒサ TEAM　BG8 滝川市
704 久保　千夏 クボ　チナツ TEAM　BG8 砂川市 5 423 川村　薫 カワムラ　カオル 岩井組 栗山町 23 29 今野　尚輝 コンノ　ナオキ みなそら 室蘭市
705 吉川　仁里 ヨシカワ　ヒトリ ありがとう牧場 足寄町 7 424 石田　貢司 イシダ　コウジ サイクルショップ　朝里 小樽市 25 18 吉川　友二 ヨシカワ　ユウジ ありがとう牧場 足寄町
706 古江　昂太 フルエ　コウタ TEAM　BG8 砂川市 8 425 河原　慎 カワハラ　マコト 西野レーシング 札幌市 16 田中　皓大 タナカ　コウタ TEAM　BG8 砂川市
707 陳内　佑奈 ジンナイ　ユナ TEAM　BG8 砂川市 10 426 中村　義隆 ナカムラ　ヨシタカ あずきのとうさん 札幌市 32 齊藤　嘉啓 サイトウ　ヨシヒロ 岩井組 札幌市
708 片山　喜一郎 カタヤマ　キイチロウ TEAM　BG8 岩見沢市 427 古谷　安詞 フルヤ　ヤスシ 新ひだか町 33 阿部　泰洋 アベ　ヤスヒロ みしょにょBOMBERS 長沼町
709 中嶋　理央 ナカジマ　リオ TEAM　BG8 砂川市 12 428 赤塚　典之 アカツカ　ノリユキ TEAM　BG8 滝川市 招待 88 堂城　賢 タカギ　マサル やまめ工房 安曇野市
710 菊池　来斗 キクチ　ライト TEAMてやんでぇ 北広島市 429 村山　稔 ムラヤマ　ミノル 小樽外遊び大好き 小樽市
711 佐々木　倖生 ササキ　コウキ TEAM　BG8 奈井江町 430 田中　歩 タナカ　アユミ CMJ 札幌市 ●エリートウィメン　１３：００スタート　５周
712 中川　拓郎 ナカガワ　タクロウ みなそらkids 北広島市 431 吉川　達也 ヨシカワ　タツヤ Team Go Ahead 小樽市 1 102 野澤　尚子 ノザワ　ナオコ TEAM　BG8 滝川市
713 吉川　光里 ヨシカワ　ヒカリ ありがとう牧場 足寄町 432 本田　泰 ホンダ   ヤスシ Green Grips 室蘭市 2 103 稲葉　綾美 イナバ　アヤミ TEAM　BG8 上砂川町
714 泉　遥樹 イズミ　ハルキ C2W 札幌市 433 北野　圭二 キタノ　ケイジ ＮＳＲ 札幌市 3 104 吉田　雪那 ヨシダ　ユキナ TEAM　BG8 砂川市
715 西村　一志 ニシムラ　カズシ TEAM　BG8 滝川市 434 大崎　顕治 オオサキ　ケンジ Akabira Racing 札幌市 106 林　暁子 ハヤシ　アキコ ハヤシアキラコ 札幌市

●小学生低学年　９：３０スタート　ショートコース１周 ●マスター４０　１０：１０スタート　４周 ●エキスパート　１３：００スタート　７周
801 中嶋　拓真 ナカジマ　タクマ TEAM　BG8 砂川市 1 401 菊池　剛 キクチ　タケシ TEAMてやんでぇ 北広島市 1 201 小曽根　誠 オゾネ　マコト ライドファクトリープロジェクト 札幌市
802 工藤　遙真 クドウ　ハルマ TEAM　BG8 滝川市 3 402 田中　奏桜 タナカ　カナオ トランスきのこサイクリングチーム 札幌市 3 202 荒関　徹 アラゼキ　トオル ボビッシュTBR 枝幸町
803 川筋　航介 カワスジ　コウスケ TEAM　BG8 砂川市 5 403 中川　昌輝 ナカガワ　マサキ みなそら 北広島市 4 203 飯塚　優 イイヅカ　マサル peacepieceAC 七飯町
804 陳内　孝侑 ジンナイ　コウ TEAM　BG8 砂川市 10 404 二瓶　豪 ニヘイ　ツヨシ ＮＴＳ 小樽市 5 204 居駒　薫樹 イコマ　シゲキ 室工大サイクリング部 室蘭市
805 高嶋　祐太 タカシマ　ユウタ TEAM　BG8 滝川市 11 405 泉　隆 イズミ　タカシ C2W 札幌市 6 205 David Barnett デーヴィッド　バーネット みしょにょ Bombers 札幌市
806 小林　渓斗 コバヤシ　ケイト Ｃ２Ｗ 札幌市 406 大島　浩治 オオシマ　コウジ カローラ札幌 札幌市 7 206 片山　亮 カタヤマ　マコト みなそら 札幌市
807 阿部　航平 アベ　コウヘイ みしょにょBOMBERS 長沼町 407 林　哲 ハヤシ　アキラ ハヤシアキラコ 札幌市 9 207 村上　達也 ムラカミ　タツヤ みなそら 長沼町
808 北　颯健 キタ　ソウケン TEAM　BG8 奈井江町 408 三上  竹司 ミカミ タケシ 玉☆砕 千歳市 11 208 髙杉　和希 タカスギ　カズキ みなそら 共和町
809 高橋　幸也 タカハシ ユキヤ チームサイクルプラザ札幌市 409 森田　竜彦 モリタ　タツヒコ ライデンズ 泊村 12 209 宮村　祐次 ミヤムラ　ユウジ Team O-Zappa こしかた整体院 札幌市

13 210 山田　亮 ヤマダ　リョウ ゴミBIKE 札幌市
●ファーストタイマー　９：３０スタート　ショートコース２周 ●ウィメン　１０：１０スタート　２周 14 211 寺沢　英樹 テラサワ　ヒデキ 札幌ガー 札幌市
601 蛎崎　由 カキザキ　ユカリ 北狐RACING 北斗市 1 501 西村　めぐみ ニシムラ　メグミ TEAM　BG8 滝川市 15 212 東條　一郎 トウジョウイチロウ チームトヨペットTBR 石狩市
602 渡辺　真吾 ワタナベ　シンゴ ぜんまいペダル 札幌市 2 502 田口　幸枝 タグチ　サチエ C2W 札幌市 20 213 高橋　健二 タカハシ　ケンジ Team BIG ORION 札幌市

3 503 佐藤　克子 サトウ　カツコ チームサトウ 札幌市 214 絹川　英敏 キヌカワ　ヒデトシ みなそら 札幌市
4 504 菊池　まゆみ キクチ　マユミ TEAMてやんでぇ 北広島市 215 長束　貴之 ナガツカ　タカユキ Gaspanic SP 札幌市
6 505 松田 はるな マツダ ハルナ 札幌ガー 札幌市 216 菅原　直也 スガワラ ナオヤ 小樽フレンド 小樽市

●幼児　９：１０スタート　特設コース（スタートから本部手前くらいまで）


